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認定低炭素住宅のご案内 
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あなたが「家」に求める性能とは？ 

快適に 

過ごせる 

    家がいいね。 

どれも重要ですが中でも暮らしを大きく左右する 

 

 
に注目してみましょう。 

火災時 
の安全 

維持管理・ 
更新への配慮 

空気 
環境 

構造の 
安定 

劣化の 
軽減 

温熱 
環境 

住宅性能表示制度  （１０項目の内の７項目を抜粋） 

住宅にとって大事な性能はいくつかあります。 
その項目を見てみましょう。 

温熱環境 = 断熱性能＋省エネ性能 

高齢者等 
への配慮 
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長く住む家だから考えたい。 

健康で快適に暮らせ、光熱費が少なく済む 

家にしたい。 

の性能を上げる事です。 

 この２つを同時に実現するには 

断熱 

省エネ 

それぞれについてみていきましょう。 
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断熱性能が高いと健康で快適な室内環境を 

作り出すことができます。 

◆快適な室内環境の条件 

温度差による結露やカビの発生がない。 

暖冷房機器に頼る割合が少なく不快な気
流がない。 

頭と足元の上下間での温度差がない。 快適だね！ 

断熱性能と健康 

住宅内での温度差がない。 
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入浴やトイレ使用時のヒートショックを減らすために室内間の 
温度差を少なくするには、断熱性能を高めることが必要です。 対策 

健康について月別入浴中心肺停止状態（ＣＰＡ）発生件数 

 断熱性能を高めた住宅はﾋｰﾄｼｮｯｸも防止し健康を 

守ります。（ﾋｰﾄｼｮｯｸとは温度差による血圧の変動でおきる健康被害です。）         

（＊１） 2011年の1年間でヒートショックによる急死として推測される死亡者数。同年の交通事故による死亡者数の  約  4 ,600人をはるかに上回ります。 

入浴中の心肺停止による死亡事故は年間約  1 7 , 0 0 0 人。（＊１） 

その大半が冬期を中心とした住宅内の温度差が原因と言われています。 

東京都健康長寿医療センター研究所プレス発表  わが国における入浴中心肺停止状態(CPA)発生の実態 

月別入浴中心肺停止状態（ＣＰＡ）発生件数 
寝室 

25℃ 

トイレ 

5℃ 

ヒート
ショック 

温度差は20℃ 
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断熱性能を高め、エネルギー消費量の少ない設備を選択 

した住宅は、水道・光熱費のランニングコスト で            

メリットが出ます。 

水道・光熱費等 
一般住宅と比較して合計約２６０万円の差！ 

一般の住宅 

約 ４２５,３１０円（水・光熱費/年） 

低炭素住宅 
・Ｈ２５年省エネ基準の断熱性能で消費エネルギー 

  を１０％削減した住宅（認定低炭素住宅の例） 

約 ３５０,９３０円（水・光熱費/年） 

・家族構成：4人（夫婦+子供2人） 
・生活スタイル：昼間はほとんど 

 家に人がいない家庭を想定 

・主婦：昼間は３日程度パートで不在 

・夫：昼間は会社で不在 

・子供：昼間は学校で不在 

・暖冷房は電気エアコンを選択 

・電気代：東京電力（2014/4時点の料金） 
※６地域で一定の仮定をおいて試算。 

※本シミュレーション結果は、 

  あくまで目安であり、 

  保証するものではありません。 

【シミュレーションの条件】 

断熱・省エネ性能と水道・光熱費 

差額は          

３５年間で 

約２６０万円 

（高断熱浴槽、節水型の水栓、節水便器を選択）   

・Ｈ４年省エネ基準相当の断熱性能で一般的な 

  消費エネルギーの設備を採用した住宅 
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光熱費について 電気料金の推移と今後 

世界では人口増加と経済成長に伴うエネルギー需要が高まり、長期的
には原油価格の高騰とあわせて、電気料金の値上げも続くことが予想
されます。これらを考慮すると断熱性能による光熱費の差額は、        
今後さらに拡大していくと言えるでしょう。 

経済産業省 「平成２５年度エネルギーに関する年次報告」（エネルギー白書）より 

電灯料金は主に一般家庭における電気料金、電力料金は主に工場、オフィス等を表します。 
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床、壁、天井の内部や窓の交換が
必要な為、建築後に断熱性能を上
げるには 

多額の費用がかかります。 

その為にも、新築時に断熱性能を
高め、さらに省エネ性能も高めた

低炭素住宅をお勧めします。 

健康で快適に暮らせ、光熱費が少なくて済む家です。 

これを実現できるのが低炭素住宅です。 

断熱性能を高め省エネ設備を選択した住宅とは 

後からでは大変
なんだ！ 
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一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 自己評価ラベル(※)の出力 及び ★数の算定システムより 

低炭素住宅とは 

二酸化炭素（CO２）の排出量を大幅に削減する 

省エネの住宅をいいます。 

断熱性能を高め、高効率の設備を用いることにより、 

国の定めた基準値から10%以上削減でき、 

更に低炭素化の措置が講じられている「住宅」です。 
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10 出典元 ： 国土交通省 低炭素建築物認定制度 認定基準の概要より 

低炭素住宅の技術基準とは 

高性能の断熱材等と効率の良い設備が選択された 

地球環境に貢献する住宅の基準です。 
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認定低炭素住宅制度とは 

性能評価機関による技術的審査にパスした住宅を 

所管行政庁が認定します。(一般的な流れの場合) 

 

技術的審査 

依頼 

依頼者 依頼者 依頼者 

技術的審査 

適合証交付 
認定申請 認定通知 認定取得 

【手続きの流れ】(一般的な流れの場合) 

「品質が良い」という言葉だけではなく、性能評価機関と 

所管行政庁が性能を確認することがポイントです。 

あなたは 

どちらを選びますか？ 
認定のない 

一般の住宅 
低炭素 
認定基準の住宅 

所管行政庁 性能評価機関 
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技術的審査とは 

低炭素住宅の認定基準に適合しているかを第三者である

性能評価機関が公正に審査し、適合証を交付します。 
(一般的な流れの場合) 

例) 新築一戸建て住宅の認定基準 

・外壁、窓等からの熱損失防止 

・一次エネルギー消費量 

・その他の基準 

・基本方針 

・資金計画 

依頼者 

必要書類を揃えて技術的審査の依頼 技術的審査適合証を交付 

性能評価機関 

技術的審査 

性能評価機関 

・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会                                       

住宅の外皮平均熱貫流率及び外皮平均日射熱取得量 計算書 

・独立行政法人 建築研究所 一次エネルギー消費量計算結果 

例) 
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二酸化炭素(ＣＯ2)の排出量を大幅に削減する 

認定低炭素住宅には税の特例があります！ 

税制優遇措置  ① 

所得税最大減税額 

引き上げ（１０年間） 

低炭素住宅の認定取得 メリット①                                                                                        

税制優遇措置  ② 

登録免許税率 

引き下げ 

所有権移転登記 
一
般
住
宅 

認
定
低
炭
素
住
宅 

０.１５％ ０.３％ 

０.１％ ０.１％ 

所有権保存登記 

出典元：国土交通省 認定低炭素住宅に対する税の特例  

５,０００万円 

４,０００万円 

控除対象借入限度額 

税の特例の対象となるのは低炭素建築物のうち一定の新築住宅（認定低炭素住宅）です。 
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①．金利優遇 

【フラット35】との総返済額で
比較 

 
借入額3,000万円（融資率9割以
下）、借入期間35年、元利均等返

済、ボーナス返済なし、借入金利
年1.29％の場合 

約７２万円の差 

３５年の累計 

出典元 ： 住宅金融支援機構 ホームページより 

平成28年省エネ基準を上回る高い技術基準をクリアした認定低炭素

住宅は【フラット35】S(金利Ａプラン)を利用できます。 

低炭素住宅の認定取得 メリット②                                                                                        

試算条件：新築する木造戸建住宅 土地代1,500万、建物2,700万（１２０㎡）、 ローン3,000万。 

②．贈与税の 

   非課税措置 

非課税限度額 
500万円加算 

500万円分の贈与が 

課税対象となった場合と 

比較 

 

相続時清算課税ではなく 

暦年課税利用した場合 

（特例税率） 

約48.5万円の差 
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現在の住宅は、きちんと手入れをすればとても長く 

使い続けることが出来ます。 

その間エネルギーを節約し、かつ快適で健康的な生活を
送るか、暑さ寒さをしのぐためにエネルギーを沢山消費
し、かつ快適ではない生活を送り続けるか、 

それが新築するときの決断で決まってしまいます。 
 

このお話が皆様の新築住宅取得のお役に立てれば 

 幸いです。 

皆様いかがでしたか。 

さいごに 

ありがとうございました。 
※本資料は2019年5月現在の内容であり、今後改正等により予告なく変更になる場合がございます。 

※本資料の掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。 
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